
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２１年４月５日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※４月４日（日）１６時時点 

 感染者数：２５２万７４００人（前日比７１９６人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の６３万４４５６人で、カンピーナス市６万８６３９人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市５万９６５７人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：７万７０２０人（前日比２７０人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の２万２７９４人 

・州内６４５市のうち死者が１人でも確認された市の数は未発表 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：９１．２％（前日９１．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９１％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（４日）：未発表（前日４７％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（４日）：未発表（前日４５％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（４日）：【１回目】４８０万６１４０人【２回目】１６２万５

７０９人 

 

※４月３日（土）１８時時点 

 感染者数：２５２万２０４人（前日比７０２６人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：７万６７５０人（前日比１９８人増（＋０％）） 

・州内６４５市のうち死者が１人でも確認された市の数は未発表 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：９１．４％（前日９１．７％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９１％（前日９１．６％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（３日）：４７％（前日同） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（３日）：４５％（前日４７％） 

 

※４月２日（金）１７時時点 

 感染者数：２５１万３１７８人（前日比１万６７６２人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：７万６５５２人（前日比８１８人増（＋０％）） 

・州内６４５市のうち死者が１人でも確認された市の数は未発表 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：９１．７％（前日９２．２％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９１．６％（前日９２．７％） 

 社会的隔離実施率 



・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２日）：４７％（前日４３％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２日）：４７％（前日４３％） 

 

※４月１日（木）１８時時点 

 感染者数：２４９万６４１６人（前日比２万６５６７人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：７万５７３４人（前日比１０８２人増（＋１％）） 

・州内６４５市のうち死者が１人でも確認された市の数は未発表 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：９２．２％（前日８９．９％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９２．７％（前日８８．５％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１日）：４３％（前日同） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１日）：４３％（前日同） 

 

【出典（サンパウロ州政府サイト等）】 

○感染者数、死者数、ＩＣＵ占有率 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/ 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-299-mil-pessoas-internadas-por-

covid-19-mil-a-menos-que-dois-dias-atras/（４月４日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-767-mil-obitos-por-covid-19-e-305-

mil-pessoas-internadas/（４月３日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-ultrapassa-25-milhoes-de-casos-de-covid-19-

e-registra-765-mil-obitos/（４月２日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-comeca-abril-com-45-mortes-e-11-mil-casos-

de-covid-19-por-hora/（４月１日） 

○社会的隔離実施率 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/ 

○新型コロナウイルスワクチン接種人数 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ 

 

２ マット・グロッソ州 

※４月４日（日）１４時時点 

 感染者数：３１万５０８７人（前日比６１４人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の６万７７８０人で､ロンドノーポリス市２万３８６９人､ヴァルゼア・グランデ市

２万３１６人､シノピ市１万５９１２人と続く 

 死者数：７９９９人（前日比７７人増（＋１．０％）） 

・最多はクイアバ市の２１６０人で､ヴァルゼア・グランデ市８８４人､ロンドノーポリス市６２４人､

シノピ市２６６人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：９７．７％（前日９７．９％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（クイアバ市のみ）（４日）：未発表 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-299-mil-pessoas-internadas-por-covid-19-mil-a-menos-que-dois-dias-atras/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-299-mil-pessoas-internadas-por-covid-19-mil-a-menos-que-dois-dias-atras/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-767-mil-obitos-por-covid-19-e-305-mil-pessoas-internadas/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-767-mil-obitos-por-covid-19-e-305-mil-pessoas-internadas/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-ultrapassa-25-milhoes-de-casos-de-covid-19-e-registra-765-mil-obitos/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-ultrapassa-25-milhoes-de-casos-de-covid-19-e-registra-765-mil-obitos/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-comeca-abril-com-45-mortes-e-11-mil-casos-de-covid-19-por-hora/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-comeca-abril-com-45-mortes-e-11-mil-casos-de-covid-19-por-hora/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/


（２日）【１回目】４万４３８６人【２回目】１万７３５０人 

 

※４月３日（土）１４時時点 

 感染者数：３１万４４７３人（前日比７６４人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の６万７６５１人で､ロンドノーポリス市２万３８２５人､ヴァルゼア・グランデ市

２万２７０人､シノピ市１万５８８０人と続く 

 死者数：７９２６人（前日比７７人増（＋１．０％）） 

・最多はクイアバ市の２１４２人で､ヴァルゼア・グランデ市８７７人､ロンドノーポリス市６２２人､

シノピ市２６１人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：９７．９％（前日９７．５％） 

 

※４月２日（金）１５時時点 

 感染者数：３１万３７０９人（前日比１０３４人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の６万７４８７人で､ロンドノーポリス市２万３７２７人､ヴァルゼア・グランデ市

２万１８０人､シノピ市１万５８３３人と続く 

 死者数：７８４９人（前日比８３人増（＋１．１％）） 

・最多はクイアバ市の２１２３人で､ヴァルゼア・グランデ市８６８人､ロンドノーポリス市６１７人､

シノピ市２５４人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：９７．５％（前日９７．３％） 

 

※４月１日（木）１５時時点 

 感染者数：３１万２６７５人（前日比２３３８人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の６万７２０９人で､ロンドノーポリス市２万３６３４人､ヴァルゼア・グランデ市

２万１０２人､シノピ市１万５８３１人と続く 

 死者数：７７６６人（前日比９１人増（＋１．２％）） 

・最多はクイアバ市の２１０３人で､ヴァルゼア・グランデ市８５９人､ロンドノーポリス市６０２人､

シノピ市２５４人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：９７．３％（前日９８．０％） 

 

【出典（マット・グロッソ州政府サイト等）】 

○感染者数､死者数､ＩＣＵ占有率 

Informes | Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (saude.mt.gov.br) 

Domingo (04): Mato Grosso registra 315.087 casos e 7.999 óbitos por Covid-19（４月４日） 

Sábado (03): Mato Grosso registra 314.473 casos e 7.926 óbitos por Covid-19（４月３日） 

Sexta-feira (02): Mato Grosso registra 313.709 casos e 7.849 óbitos por Covid-19（４月２日） 

Quinta-feira (01): Mato Grosso registra 312.675 casos e 7.766 óbitos por Covid-19（４月１日） 

○新型コロナウイルスワクチン接種人数（クイアバ市）  

Vacina Cuiabá - Sua Saúde em Primeiro Lugar. (cuiaba.mt.gov.br) 

 

http://www.saude.mt.gov.br/
http://www.mt.gov.br/-/16803216-domingo-04-mato-grosso-registra-315.087-casos-e-7.999-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16802254-sabado-03-mato-grosso-registra-314.473-casos-e-7.926-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16800551-sexta-feira-02-mato-grosso-registra-313.709-casos-e-7.849-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16797548-quinta-feira-01-mato-grosso-registra-312.675-casos-e-7.766-obitos-por-covid-19
https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/


３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※４月４日（日）１１時時点  

 感染者数：２２万８９４人（前日１０３７人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万６９４１人で､ドウラードス市２万４５５４人､コルンバ市１万１０

９１人､トレス・ラゴアス市１万４６４人､ナヴィライー市５８３６人と続く 

 死者数：４４８１人（前日比５７人増（＋１．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１９６６人で､ドウラードス市３２９人、コルンバ市３１１人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：１０８％（前日１０５％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（４日）：【１回目】３４万６９２６人【２回目】９万８７

６３人 

 

※４月３日（土）１１時時点  

 感染者数：２１万９８５７人（前日８９８人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万６６９６人で､ドウラードス市２万４４３４人､コルンバ市１万１０

６３人､トレス・ラゴアス市１万２８６人､ナヴィライー市５７８８人と続く 

 死者数：４４２４人（前日比４８人増（＋１．１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１９４１人で､ドウラードス市３２７人、コルンバ市３０６人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：１０５％（前日１０５％） 

 その他 

・３日（土）、マット・グロッソ・ド・スル州政府は、州内各地域の感染状況のリスク評価（５段階）

を更新し、シドロランジア市をフェーズ１／灰色（非常に高い）に、また他５１市をフェーズ２／赤（高

い）に指定した。 

 

※４月２日（金）１１時時点  

 感染者数：２１万８９５９人（前日１５０２人増（＋０．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万６３５３人で､ドウラードス市２万４３７３人､コルンバ市１万１０

１８人､トレス・ラゴアス市１万２２４人､ナヴィライー市５７６４人と続く 

 死者数：４３７６人（前日比４２人増（＋１．０％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１９１２人で､ドウラードス市３２５人、コルンバ市３０６人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：１０５％（前日１０６％） 

 

※４月１日（木）１１時時点  

 感染者数：２１万７４５７人（前日１８５９人増（＋０．９％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万５９９６人で､ドウラードス市２万４２５０人､コルンバ市１万９７

５人､トレス・ラゴアス市９９５９人､ナヴィライー市５６７８人と続く 

 死者数：４３３４人（前日比５７人増（＋１．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１８９１人で､ドウラードス市３２３人、コルンバ市３０４人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：１０６％（前日１０１％） 



 

【出典（マット・グロッソ・ド・スル州政府サイト）】 

○感染者数､死者数､ＩＣＵ占有率 

BOLETIM CORONAVIRUS COVID-19 - Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br) 

○新型コロナウイルスワクチン接種人数 

VACINÔMETRO - MS - Covid19 - VACINÔMETRO - MS - Covid19 | Pasta - Qlik Sense (mais.saude.ms.gov.br) 

○その他 

Mais de 64% dos municípios de Mato Grosso do Sul estão com alto risco de infecção da Covid-19

（４月３日） 

(了) 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/Geral/vigilancia-saude/vigilancia-epidemiologica/boletim-epidemiologico/covid-19/
http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/d3edb27b-8f52-4dff-a2e0-fc82bfc3fb6a/sheet/8cad7a0a-ba50-4760-a72b-f25fa7164022/state/analysis
http://www.ms.gov.br/mais-de-64-dos-municipios-de-mato-grosso-do-sul-estao-com-alto-risco-de-infeccao-da-covid-19/
http://www.ms.gov.br/mais-de-64-dos-municipios-de-mato-grosso-do-sul-estao-com-alto-risco-de-infeccao-da-covid-19/

